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「今月の海の生き物」 カエデゾウクラゲ？ Cardiopoda placenta？  

軟体動物門異足目ゾウクラゲ科に属する。大型の動物プランクトンの一種で、象を思わせる

吻をもつ。名前はゾウクラゲだが、クラゲの仲

間ではなく、貝の仲間である。ゾウクラゲ科の

ゾウクラゲは、体の一部に軟体部に包まれた殻

を持っている。一方、よく似た体型をもつハダ

カゾウクラゲ科のゾウクラゲ類は殻を持たな

い。体は透明で、円筒形をし、腹鰓と尾部が発

達している。写真から正確に同定することは困

難であるが、吻が短いことや眼が三角形をして

いることなどから判断したが、疑問点もある。

体の表面にはたくさんのいぼ状突起が並ぶ。こ

のグループは、黒潮水域およびその周辺や世界

の熱帯域の外洋域に広く分布する。 

 

（フィリピン・ミンダナオ島 Mayo湾にて  

中村祐希氏撮影） 

 

http://e-amco.com/
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◆頻度高くジュゴンが現れる ジュゴン・スタディツアー 

海の生き物を守る会が実施した今年のジュゴンスタディ・ツアーは、3月1日に終了し、参加

者は全員帰国しました。今年の参加者は、国内から3名、フィリピン国内から2名でした。そ

のうち全行程をともにしたのは1名だけで、あとの参加者は前半だけに参加して、帰郷・帰

国しました。前半も後半もジュゴンを見ることができ、とくに前半はジュゴンを間近に見る

ことができました。このジュゴン・スタディツアーの報告会は、5月11日を予定しています。 

以下に、スタディツアーに全行程参加した久保田信さんの感想を掲載します。  

 

ミンダナオの海から - 人魚の涙 （久保田信） 

 

 奄美大島で初めての生物調査の折に恐竜時代を彷彿とさせてくれたのがヘゴの勇姿だった。ヘゴとは

対照的に小型の二枚貝の「ジュゴン（→人魚）の涙」がここには生息している。確かにかつて奄美大島

にもジュゴンが生息していた。ジュゴンと人間との関わりには涙の物語がある。 

 その好例がステラー海牛の悲劇である。18 世紀半ばにベーリング海で盛んになったラッコ漁が災いし、

加えて海牛は人懐こくておとなしく、仲間思いなので、すべて（1500 頭程度）がたった 27 年間で採り

尽くされた。その最後の標本を昨年にイギリスの大英博物館に見に行った。一頭の骨格標本だった。 

 南海の海牛であるジュゴンもステラー海牛と似た運命なのだろうか？ 日本では第二次世界大戦頃以

前には、ジュゴンは奄美大島をはじめ、南西諸島のおとなしい住民だった。ジュゴンは人を見たら逃げ

る性質があったが、それでも今や絶滅が目に見えており、まもなく新しい米軍基地になろうとしている
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沖縄島の小地区に少数が生息するという。こんな状況では日本ではジュゴンに出会える確率は相当低い。

かつて 2頭のジュゴンを見学に行ったが、鳥羽水族館なら今でも 1頭の飼育個体に会える。 

 ジュゴンに近縁のマナティとはフロリダなどで共存できているので出会えるという。3年前にフロリダ

にカイヤドリヒドラ類の念願の研究調査で出かけた際には、その時間はとれなかった。でもジュゴンに

すぐに出会える場所があるという。フィリピンのミンダナオ島の自然の海で元気に生きているとのこと

だ。ジュゴンの観察にぜひ行ってみたい。彼らの住み場所はどんな所なのか？ じかにこの目で確かめて

みたい……。 

 そこで、本会をお世話頂いている向井宏先生がチーフである調査の一行に加えてもらった。先生は 10

年ほどのここでの調査の経歴がある。2014年の 2月下旬、ミンナダオ島のダバオ空港に降り立ったのは

2 度目だった。向井先生は島の南部にあるマチ市の 2 区域で、ずっと毎年調査を実施されている。主に

SCUBAを使った現場での生物調査であり、若い方も同行して活躍される。そこは海草がよく生育してお

り、ジュゴンの接餌場所などになっている所である。先生の意見だと海草は Bioshield（編注：バイオシ

ールド＝植生など生物構造物で地域防災や環境保持を図ること）として機能しており、ジュゴンはその

象徴動物だという。フィリピン大学のカウンターパートの Fortes 先生も熱心に同行されておられる。先

生によると太平洋区域ではたった数百頭しか生息していないそうである。 

 2014 年も昨年と同様、2 区域ともダバオから車で 4 時間ほど走って実施した。島の南東部のダヒカン

付近では、波当たりが全く違っている複数の地点で調べる。ボートをチャーターしたり、岸から目視し

たりする。現地のカウンターパートの先生方が頼りがいのある助っ人だ。内湾にはマングローブが茂り、

サンゴ群落も点在する。水の透明度もいい。一方、外海に面した所は波当たりが強く、サーファーのメ

ッカになっている。いずれの所でも干満の差は大きい。私は今回が初体験なので、強く印象に残ったの

が、ジュゴントレンチと呼ばれる彼らの海草のはみあとを見られたことだった。複数の調査地点で、い

くつも点在しているのが確認できた。新旧が残っており、調査隊によると親子が並んで海草を食べた跡

さえあるという。最初に見たのはオオイカリナマコの体長のおよそ 4 倍の長さだったので 4m くらいで

あろう（画像）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュゴンによる海草のはみあ

と（フィリピンのミンダナオ島

で船上から撮影） 
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 一方のマルタの調査地区は干満の差が大きい砂浜である。ここでは、昨年、海草を摂餌しては呼吸を

しに海面に上がってくるジュゴンの姿をなんども観察でき、目視での定量データもとれた。今回も行け

ばすぐに出会えた。初日で調査が始まった直後だった。ちょうど 1時間の継続目視観察で 7度も現れた。

1 頭は幼若個体らしい。 

 向井先生たちの調査隊は 3年前に立ち上げられた SBS（Seagrass bioshield project）の研究成果を 2

地域の研究機関で発表をされ、カウンターパートとの交流を大切にしておられた。先生の調査報告によ

ると、どちらの区域でもこのところめっきり海草が減っているということだった。濁度とか透明度との

関連も調べられている。このことはジュゴンにとっては楽園でなくなっていっている可能性がおおいに

ある。食物がなくなれば移動するか、それができなければ死亡が待っているのかもしれない。減少には

複数の原因があると推察されているが、特に人間の経済活動と大いに関連があるのではないかと私には

思える。設備がある程度整ったホテルが活用される時代が急速にきているという向井先生のつぶやきが

気になる。今年から発電所建設の工事が調査区域のすぐ近くで始まっていた。 

 

◆5 月 11 日 ジュゴンスタディ・ツアー報告会 

    （第 4 回ジュゴン連続学習会） 

日時：5 月 11 日（土）14:00～16:00 

場所：大阪ドーンセンターセミナー室 

報告：正阿彌崇子・向井 宏  

主催：海の生き物を守る会、ジュゴン保護キャンペーンセンター（SDCC） 

参加費：500 円、学生 200 円       ※詳細は 5 ページ 

 

◆5 月 17 日 砂浜海岸生物調査研修会 江ノ島で開催 

今年の砂浜海岸生物調査研修会は、以下の要領で開催します。ふるってご参加ください。 

次号以降で、募集要領をお知らせします。 

日時：5 月 17 日（土）10:00～14:00 

場所：神奈川県江ノ島 神奈川県立かながわ女性センターおよび近くの砂浜 

藤沢市江の島 1－11－1 電話 0466-27-2111 小田急線片瀬江ノ島駅下車 徒歩 15分  

江ノ島電鉄江ノ島駅、湘南モノレール湘南江の島駅下車 徒歩 20分  

藤沢駅前から江ノ電バス「江ノ島行き」（15 分）→江ノ島下車 徒歩 5分  

大船駅前から京急バス･江ノ島バス「江ノ島行き」（25分）→江ノ島下車 徒歩 5分 

講師：向井 宏（海の生き物を守る会代表）「砂浜海岸生物調査の意義とその方法」 

砂浜海岸生物調査の研修 指導は、向井 宏    ※詳細は 6 ページ 
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◆5 月 31 日 講演会・観察会を紀伊白浜で予定 
日時：5 月 31 日（土）10:00～14:00 

場所：和歌山県白浜町瀬戸 京都大学瀬戸臨海実験所および前浜 

講師： 朝倉 彰（京都大学教授）「ヤドカリの話し（仮題）」 

 佐藤正典（鹿児島大学教授）「諫早湾・有明海で起こっていること（仮題）」 

磯と浜辺の観察会 指導は、久保田信京都大学准教授 

◆7 月 12 日 ミニコンサートも 釧路市で講演会 
日時： 7 月 12 日（土）13:00～16:00 

講演会＋ミニコンサート＋観察会（北海道・釧路） 

さしあげます！ 

下記を希望者に差し上げます（送料はご負担ください）。 

向井 宏 hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp までお知らせください。 

 

◎第 7回自然環境保全基礎調査「浅海域生態系調査（干潟調査）報告書」 

2007 年 環境省自然環境局 生物多様性センター 冊子体（CD付）or CDのみ どちらも残り１部 

◎日米カキ礁シンポジウム 報告書 

2007 年 日米カキ礁シンポジウム実行委員会 1部のみ 

◎「自然保護」No.528 特集：みんなでつくる海洋保護区 日本自然保護協会刊 (2012 年 7-8月) 

 1 部のみ 

◎「愛知ターゲットガイド」みんなで守ろう！地球といのちの 20の約束 

国際自然保護連合日本委員会刊（2014年 2 月）1部のみ 

◎向井 宏 論文 別刷り 

「陸域―沿岸域統合系における藻場生態系」 月刊「海洋」2005 残り些少 

「海域・海洋保護区の効果と現状」 環境情報科学 2009 余部あり 

「ジュゴンの摂餌生態：現状と展望」 海洋理工学会誌 2009 余部あり 

「干潟・藻場の再生事業：その問題点」 地球環境 2011 余部あり 

 

◎向井 宏 「第一編 厚岸地方の自然環境 第二章 厚岸町の特色ある生態系」 新厚岸町史 

             （通史編・第一巻） 2012年 残り 6部 

 向井 宏 「同 第三章 厚岸町の動物」 同 2012年 残り 6部 

 向井 宏 「同 第四章 厚岸町の植物」 同 2012年  残り 6部 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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2．ヨウジウオ科 切手コレクション（13） 立川賢一 
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【東北】 

●消波ブロックの撤去を 八戸種差海岸で市民団体が要求 

青森県八戸市で海岸の環境保全に取り組んでいる市民団体「はちのへ小さな浜の会」は、定時総会を開

き、八戸市種差海岸の白浜海水浴場にある消波ブロックを撤去するよう青森県や市などの関係機関に協

議を申し入れることを決めた。景観と海の自然環境の回復が目的である。種差海岸は三陸復興国立公園

に指定されている。市民団体からこのような要求がでてきたことは、すばらしい。協議がうまく進むこ

とを願い、全国でこの動きを追って、同様の動きを作っていきたいものだ。 

 

●「緑の防潮堤」を海岸保全施設に認定 海岸法一部改正案を閣議決定 

政府は一律な防潮堤の建設に反対する声が多いことから、これまでの方針を見直すことにしたが、その

一環として、海岸法の一部改正を行い、防潮堤と一体として整備する盛り土や林などを「緑の防潮堤」

として海岸保全施設に位置付けることとし、法案を閣議決定した。植生はあくまで防潮堤を補完するも

のでしかなく、防潮堤に換わるものとは認めていない。さらに法案では、「緑の防潮堤」を「津波など

が堤防を超えて侵入した場合、被害を軽減するために設置するもの」と位置づけている。あくまで植生

も防災の目的に限るとするものだ。海岸線における生物多様性を守るものとか、自然保護のためという

ものとしては認めない。宮城県岩沼市の岩沼海岸に約 100mの区間ですでに緑の防潮堤を整備している。 

 

■「緑の防潮堤」のイメージ 

 

（資料：国土交通省東北地方整備局） 

 

【中部】 

●キタオットセイが若狭湾に出現 

福井県敦賀市の水島沖 3km の付近で、3 月 11 日、敦賀海上保安部の巡視船の乗組員が水面に浮かんで

いる体長約 2mの動物を発見して近寄ったところ、逃げ出した。専門家が写真によって判別したところ、

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20140307/654350/?SS=imgview&FD=45804835
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どうやらキタオットセイらしい。キタオットセイはアシカ科の動物で、オホーツク海やベーリング海な

どの北方寒帯に生息する動物である。冬には日本列島まで南下することもあるというが、珍しいことだ。 

 

●アカウミガメを希少動植物に指定へ 静岡県 

静岡県環境審議会は、3月 7日、遠州灘海岸などで産卵する絶滅危惧種のアカウミガメを希少動植物に指

定するよう県知事に答申した。静岡県の希少動植物に動物が指定されるのは初めて。希少動植物に指定

されると、卵を含め、捕獲、採取、殺傷、破損が禁止され、違反者には 1年以下の懲役または 50万円以

下の罰金が課せられる。遠州灘海岸などで産卵するアカウミガメは昨年だけで約 1000 頭に上り、産卵し

た卵の総数は 7万 3000個になる。ただ、卵の盗掘も多く、保護団体が卵をすべて掘り出して孵化させ放

流している。今回の指定で、これらの「保護」活動も、許可がなければできなくなる。環境審議会では、

やせた砂浜の復元も必要だとの意見も出された。 

 

●アサリの減少が各地で 潮干狩りの季節を前に禁漁も 三河湾 

日本でも有数のアサリの生産量を誇る愛知県三河湾では、潮干狩りの季節を迎えた。潮干狩り場として

有名な西尾市の東幡豆海岸では、対岸の沖島を含めて 3 月 1 日に潮干狩りが解禁になり、多くの潮干狩

り客で賑わった。しかし、今年のアサリは一部で不漁の兆候が見られている。三河湾中央の佐久島では、

アサリが少なく、潮干狩りを全面中止とした。佐久島の全面中止は十数年ぶり。東幡豆海岸の沖島でも 3

月いっぱいは潮干狩りを休止することとした。ただ、アサリの量が回復傾向にある海岸もある。 

 

【近畿】 

●ウナギを絶滅危惧種に登録 ハマグリは緩和 三重県レッドリスト 

三重県は、9年ぶりに県のレッドリストの 2014 年版改定案を公表した。それによると、海の生き物では

ニホンウナギが絶滅危惧種 1B類として新たに登録された。ニホンウナギの漁獲量は 30 年前に比べて 40

分の 1 に減少している。一方、ハマグリは国のレッドリストでは絶滅危惧 2 類になっているが、三重県

内では漁協の放流などによって漁獲量が回復したため、準絶滅危惧種にランクを落とした。今後、一般

から意見を聴取して改訂版をまとめる予定。 

 

●海岸漂着物対策事業の延長などを国に提言 三重県 

国が行っている「海岸漂着物地域対策推進事業」が 2014年度で終わることから、東海 3県 1市でつくる

対策検討会の事務局を務めている三重県は、国に引き続き財政措置を求め、また漂着ゴミの回収処理と

漂着防止対策の費用も補助対象とするよう要請することを決めた。 

 

【中国】 

●山口県漁協祝島支店 総会の開催を 3 度阻止 

中国電力上関原発建設計画のための漁業補償金 10億 8千万円の受け取りを祝島支店が拒否している件に

ついて、山口県漁協は、これまで 2 度にわたって、本店が作った配分案の受け入れについて、祝島支店
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総会を開いて強要しようとした。漁協組合員以外の島民も含めた反対闘争が総会開催を阻止してきた。

新しい山口県知事が選挙で選ばれた後、県漁協本店は 3 月 5 日に総会を開くと組合員へ通知。そして、

山口県水産課役人とともに漁協本店の職員 3 名が、約 10名の警察官を伴って祝島へやってきた。祝島の

桟橋には原発推進派が陣取り、漁協本店の職員らの上陸を助けようとした。しかし、今回も反対派組合

員や原発を建てさせない島民の会ら、祝島島民や支援の人たちが桟橋を埋め尽くし、漁協本店の職員ら

の上陸を阻んだ。押し問答が続いたが、結局 20分後に職員らは帰りの船に乗り込み、島を退去した。 

 

●上関原発反対集会に 7000 人 

3 月 8 日に上関原発を建てさせない山口県民大集会が開かれ、山口市のちょるる広場に県内外から 7000

人が集まった。集会宣言では上関原発を含むすべての原発をなくすことを要求した。上関原発建設予定

地の海面埋め立て免許期間延長の可否を県が判断しなければいけない時期が迫っていることから、知事

に上関原発建設をあきらめさせようと、全国から脱原発の市民らが集まり、大規模な集会につながった。 

 

●新知事は前知事を踏襲・・・原発建設をあきらめていない 

新しく山口県知事に当選した村岡嗣政知事は、中国電力が申請している上関原発建設予定地の海面埋め

立て免許の延長について、「法に基づき適正に審査する」という前知事の方針を踏襲すると述べ、ただ

ちに免許延長を無効にしないという前知事と同じ態度をとることを明らかにした。原発建設をあきらめ

ていない安倍内閣の顔色をうかがうという元経産省官僚の本音を見せた。法に基づきというなら、免許

延長申請に対する決定がここまで伸びていることこそ法に基づいていないと言わざるを得ない。ただち

に埋め立て許可を取り消すべきである。 

 

●上関町が原発建設予定地の海岸占有を許可 中国電力に 

山口県上関町は、上関原発建設計画で中国電力が建設予定地の海岸約 100 ㎡の占有を許可した。上関町

は、「県の埋め立て免許は失効しておらず、手続き上問題ない」ことを理由としている。上関町は 2010

年に海岸約 1400㎡の占有を中国電力に許可した。その後、福島第一原発事故によって中国電力は工事を

中断したままだが、毎年度、占有許可を更新してきた。昨年度から面積は縮小している。 

 

【九州】 

●玄海原発周辺でも生態系が復元 温排水の停止で 

2011年 3月の福島第一原発事故以来、運転停止が続く佐賀県玄海町の九州電力玄海原発周辺の海域では、

温排水が停止した影響が顕著に現れてきた。地元のダイバーによる調査では、これまで増えてきたキビ

ナゴやギンガメアジなどの南方系の魚が消え、コンブ科の海藻が育つなど、本来の生態系が復活しつつ

ある。原発の温排水による海水温の上昇が無くなったことがもっとも大きい原因と考えられる。ダイバ

ーによる調査は、玄海原発の放水口から沖に約 5mの海中をビデオ撮影し、原発が稼働していた 2006年

の同じ場所での映像と比較したもの。8年前には南方系の魚による海藻の摂餌でむき出しになっていた岩

肌に、海藻が育ち、ナマコやアワビ、サザエなども目につく。魚もメジナやクロダイなど、本来の魚類

が戻ってきている。京都大学舞鶴臨海実験所長の益田玲爾さんは、関西電力高浜原発の周辺海域で潜っ
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て同じような現象を観察した。海水温の上昇で南方系の魚やウニが増えていたが、原発停止後、特産の

ムラサキウニが増えたと話している。 

 

●開門派漁民が農水省と協議 水産庁は出席を拒否 

国営諫早干拓事業の潮受け堤防を開門して調査することが決まっていながら、開門できていない問題で、

佐賀県や長崎県などの漁業者ら開門派の原告と弁護団が、農水省と意見交換会を行い、漁業被害が深刻

化していることを訴え、一刻も早く開門調査に踏み切るよう求めた。しかし、農水省の中の水産庁は参

加を拒否した。漁業者らからは「なぜ現地で漁業者らの声を聞かないのか」という不満が噴出した。水

産庁はこれまでの漁業者らとの話し合いにも応じていない。農水省は、事態打開に向けて開門に反対し

ている長崎県側などに対して、「有明海の再生」をテーマに話し合いを呼びかけていると説明した。 

 

●農水省が意見書を提出 開門反対派の間接強制に異議 

諫早干拓事業の潮受け堤防開門調査の差し止めを長崎地裁が認めて仮処分を決定したことに対して、国

が従わない場合、2500億円の制裁金の支払いを求めるという開門反対派の間接強制の申し立てに対して、

長崎地裁が国に意見書を提出するよう求めている。国は、3月 11日に、反対派の制裁金要求の却下を求

める意見書を地裁に提出することを決めた。一方、開門派からの制裁金 1 日 1 億円を支払えという間接

強制申し立てに対しても、国は却下を求める請求異議訴訟を佐賀地裁に起こしている。国の矛盾した態

度はますます事態をこじらせるばかりである。その間に、有明海の海の生き物は、絶滅への道を歩んで

いるのだ。 

 

●球磨川河口でアオノリが豊漁に 荒瀬ダム撤去の効果が早くも現れた 

熊本県八代市の球磨川河口の八代海で、天然アオノリ（スジアオノリ）が近年になく豊富に出現し、漁

業者らを喜ばせている。アオノリ漁は、例年 1 月が中心だが、例年アオノリが姿を消す 3 月になっても

長さが 2m を超えるような濃い緑のアオノリが採れている。アオノリは河口域の淡水と海水が混じり合

った汽水域に生育しており、球磨川河口産の青のりは品質の良さでも知られている。近年は海水の濁り

などでアオノリの生産は廃れていた。2010 年に荒瀬ダムのゲートが開放されて、アオノリの生産が持ち

直し、昨年には約 10km 上流の瀬戸石ダムも堆砂除去作業のために水門を開放したことから、河口域の

環境が復活したことが主な原因と考えられている。 

 

 

【沖縄】 

●鳩山由紀夫元首相が名護市長と会見 辺野古移設反対で協力 

民主党政権の鳩山由紀夫元首相が、3月 11日に突然沖縄県名護市を訪れ、稲嶺名護市長と会談した。普

天間基地の代替え施設は「最低でも県外」と言っていた鳩山元首相が、最後に辺野古移設に回帰したこ

とについて、稲嶺市長に謝罪をし、できるだけ辺野古への移設反対に尽力したいと決意を述べた。稲嶺

市長も鳩山氏の「最低でも県外」という主張がオール沖縄の意思を作ったと鳩山元首相をねぎらった。 
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●宜野座村長が辺野古移設を認める考えを表明 

當真淳宜野座村長は、3月 10日の村議会で、米軍普天間基地の辺野古移設問題について、「村益につな

がる現実的な対応は重要だ」と述べ、状況の変化によっては、辺野古移設を容認する考えがあることを

示唆した。稲嶺名護市長が市の権限を使って移設に反対する考えを表明しているのに対して、「反対を

繰り返すだけでは村民が不利益を被る状況を生みかねない」と述べ、現実的対応が重要とした。當真村

長は他の県内市町村長とともに県内移設断念を求めて署名した「建白書」については、自民党沖縄県連

や所属国会議員が反対の公約を撤回したこと、知事が埋め立てを承認したことなどから、「状況の変化」

が起こったとの認識を示した。當真村長は昨年 3 月の施政方針では辺野古移設反対を表明していたが、

今年の施政方針では現実的な対応をとると述べている。 

 

【全国】 

●日本海各地でリュウグウノツカイの漂着 

幻の魚と呼ばれる深海魚のリュウグウノツカイの漂着が、日本海の各地で相次いでいる。3 月 7 日には、

山口県長門市仙崎白潟の海岸で、体長 4.38m のリュウグウノツカイが生きた状態で岩場に打ち上げられ

た。1999 年以来山口県内では 8例目だが、これまでの中では最大の個体だという。また、3月 8日には、

長崎県平戸市生月町の沿岸で定置網にかかった雌が捕獲された。取り上げた後に死亡した。体長は5.2m、

体重は約 83kg。九十九島水族館に運び込まれたが、現地でこれまで見つかったリュウグウノツカイとし

て最大の大きさだった。日本海の沿岸ではこの冬に大型の深海魚が相次いで見つかっている。理由はよ

く分かっていない。 

 

●グリーンピースが魚の持続可能性をチェックできるスマホ用アプリを開発 

国際環境 NGOグリーンピース・ジャパンが、未来に水産資源を残すために、スマホ用アプリを初めて開

発した。「グリーンお買い物ガイド～お魚編～」という名称で無料配信している。主な魚種について、

資源状態を信号機と同じ 3 色で示す。緑マークが最も持続可能性が高い。買い物客は魚売り場など店頭

でアプリを開き、魚の持続可能性を確認しながら購入することで、間接的に資源管理に貢献できる。 

 

【世界】 

●オーストラリア「サメ間引き法」に反対運動 

オーストラリア西海岸の西オーストラリア州パースでは、昨年までの 3 年間で 7 名のサメによる死亡被

害があり、観光業を主な産業としている同州では、対応に苦慮してきた。その結果、今年 1月に州法「サ

メ間引き法」を施行し、環境大臣の認可の下、サメの駆除に乗り出した。内容は体長 3m を超えるホオ

ジロザメ、イタチザメ、メジロザメを、釣り針を装着した網や、漁船による探索・捕獲し、「人道的に

処分する」というものだが、「人道的に処分」の中身が銃殺であることや、ウミガメやイルカなどの混

獲が考えられることから、反対運動が始まり、騒動となっている。1月はじめには約 4000 人がオースト

ラリア各地から集まり反対集会を開いた。だが、バーネット州首相は、捕獲処分を継続し、来年も行う

と強気の姿勢を続けている。 

mailto:http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/blog/47998/


14 

 

【東北】 

◆2014 年「森は海の恋人植樹祭」 

詳細は決まり次第 HP等でお伝えする予定です。皆さまのご参加をお待ちしております！ 

日時： 6月 1日（日）10時頃の開会式を予定 

開催場所：岩手県一ノ関市矢越山「ひこばえの森」 

参加費：無料（申し込み不要）どなたでもご参加していただけます。 

持ち物：野外活動ができる服装でお越しください。 ※苗木はこちらで準備いたします。 

問い合わせ先：NPO法人森は海の恋人事務局 TEL 0226(31)2751 

 

【中部】 

◆河北潟レッドデータブック出版記念シンポジウム 

各地の事例・研究から学ぶ～河北潟干拓の 50 年から次の 50 年へ～ 

干拓事業開始から 50年目の 2013 年、NPO法人河北潟湖沼研究所は、河北潟と周辺低湿地の生態系の変

遷を記録した河北潟レッドデータブックを刊行しました。本シンポジウムは、この 50年を振り返りなが

ら、これからの河北潟地域の自然環境と人々の生活のあり方を考えるため、各地で取り組まれている自

然再生の事例や湿地研究などの成果を学び、活動者と研究者が交流する機会とします。どなたでもご参

加いただけます。みなさまのご参加をお待ちしています。 

日時：4月 27日(日) 10:00-16:30 

会場：近江町交流プラザ集会室（石川県金沢市 近江町いちば館 4F） 

主催：NPO法人河北潟湖沼研究所 河北潟レッドデータブック出版記念シンポジウム実行委員会 

 

プログラム 

10:00 開会  

第 1部 各地の活動事例報告 

10:05 はじめに「河北潟レッドデータブック制作の意図」 高橋 久（NPO法人河北潟湖沼研究所） 

10:20 話題提供「福島潟のこれまでとこれから」  松木 保（NPO法人ねっとわーく福島潟） 

11:00 「『河北潟の水辺を守り隊』の取り組み」  長原 克信（河北潟沿岸土地改良区） 

11:20 「琵琶湖のヨシ原と市民活動」   田井中 文彦（公益財団法人淡海環境保全財団） 

11:40 「河北潟と持続可能な農業」    井村 辰二郎（株式会社金沢大地） 

12:00 昼休 ヨシ舟づくりの上映会 

 

第 2部 特別講演と研究発表 

13:00 特別講演「市民の科学と湿地保全-市民・研究者・NGOの連携が守る湿地と生物多様性」 

柏木 実 (ラムサール・ネットワーク日本共同代表) 

14:00 「東海地方における淡水生カメ類の分布、生息の現況～特に知多半島および美濃地方山除川にお

mailto:http://kahokugata.sakura.ne.jp/
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ける外来生物ミシシッピアカミミガメの急増に注目して～」  矢部 隆（愛知学泉大学） 

14:20 「市民参加型調査を用いた草原生植物の保全管理戦略の提案 ～千葉県利根運河を事例として～」  

        相澤 章仁（千葉大学大学院） 

14:40 「農薬による水圏生態系の機能への影響評価」   坂本 正樹（富山県立大学） 

15:00 「バイオマニピュレーション(生態系操作)による湖の水質浄化」河 鎭龍（富山県立大学） 

15:20 「河北潟におけるチュウヒの営巣場所と個体数の変化」 中川 富男（日本鳥類標識協会） 

 

第 3部 活動と研究をつなぐための総合討論 

15:50 総合討論「保全活動と湿地研究の融合を目指して」 司会 永坂 正夫（金沢星稜大学） 

16:30 閉会 

 

懇親会 

日時：4月 27日（日）17：00～19：00 

会場：未定（シンポジウム会場近く） 

会費：5000円（当日支払） 

 

現地見学会 

日時： 4月 26日（土）15：00～17：00 

集合：こなん水辺公園 15：00（金沢駅 14：30） 

 

日時： 4月 28日（月）9：00～11：00 

集合：こなん水辺公園 9：00（金沢駅 8：30） 

 

★申し込み先：シンポジウム、懇親会、現地見学会

への参加を希望される方は、事前のお申し込みを。 

FAX 076-255-6941 

または 

メール info@kahokugata.sakura.ne.jp 

 

【近畿】 

◆琴引浜の鳴り砂を守る会 第 6 回京都府景観まちづくりフォーラムに参加 

琴引浜の鳴り砂を守る会は、ディスカッション「地域活性化に繋げる景観まちづくりの秘訣とは？」に

参加します。活動内容など発表させていただきます。 

日時： 3月 28日（金）14:00～16:30 

場所：宮津市中央公民館 大会議室（京都府宮津市字鶴賀 2164番地） 

主催：京都府、京都府都市計画協会 

 

mailto:http://www.nakisuna.jp/about-mamorukai/
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◆第 3 回ジュゴン連続学習会「沖縄ジュゴンのすむ海のこと」 

「辺野古の埋め立てストップ！ ジュゴンの保護区を」 

～日本自然保護協会 安部真理子さんのお話～ 

日時： 3月 30日（日）13:30～15:00 

場所：豊中市立環境交流センター（大阪府豊中市中桜塚 1-24-20） 

講師：安部真理子さん（日本自然保護協会） 

資料代：大人 1000 円、高校生以下 500円 

問い合わせ先：ジュゴン保護キャンペーンセンター・関西事務所 TEL/FAX 06-6353-0514 info@sdcc.jp  

 

 

【中国】 

◆日本湿地ネットワーク主催シンポジウム 

「日本の湿地を守ろう 2014」―瀬戸内の湿地・中国山地の湿地― 

日時：3月 16日（日）13:30～16:30 

場所：サテライトキャンパスひろしま（旧県民文化センター）504号室 

   広島市中区大手町 1-5-3 路面電車紙屋町西下車徒歩 5分 

講演： 「みずたまりに寝そべるクマ」 米田一彦 

 「広島湾八幡川河口人工干潟と鳥類」 日比野政彦 

 「受けつぎ行く干潟―ハチの干潟の取組―」 岡田和樹 

各地の報告：三番瀬（千葉）、中池見湿地（福井）、吉野川河口干潟（徳島）、和白干潟（福岡） 

問い合わせ先：090-3187-3663（JAWAN委員 山内） 

 

 

◆ハチの干潟調査隊 2014 年観察会の予定 

ハチの干潟（広島県竹原市竹原町賀茂川河口付近）調査隊では、干潟の大切さを体全体で知ってもらう

ために、テーマを決めて「みて！ふれて！たべて！」と体験できる観察会を開催しています。子供から

大人まで参加できます。★初めて参加される方は、事前に連絡ください。080-3882-2372（岡田） 

 

第 45回ハチの干潟清掃＆春の観察会～海辺をきれいにして、海浜植物の花見をしよう～ 

 日時：4月 13日 14:00～ 集合場所：賀茂川河口 

第 46回ハチの干潟夏の観察会 ～どれくらいの生き物と出会うことができるかな～ 

 日時：7月 12日 15:00～ 集合場所：賀茂川河口 

第 47回ハチの干潟夏の観察会 ～スナガニの棲んでいる砂浜をはだしでかけっこ！～ 

 日時：8月 10日 15:00～ 集合場所：賀茂川河口 

第 48回ハチの干潟夏の観察会 ～干潟の住人をたずねて、干潟の大切さを知ろう～ 

 日時：9月 7日 14：00～ 集合場所：賀茂川河口 

 

mailto:info@sdcc.jp
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【全国】 

◆アースウオッチ・ジャパン国内調査プログラム 

プログラムの詳細は、ウェブサイト www.earthwatch.jp でご確認ください 

 

東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト 

主任研究者：占部城太郎・鈴木孝男（東北大学） 

調査地＆日程予定：  

 福島県相馬市（松川浦）5月 17日―18日（1泊 2日） 

 宮城県松島町、利府町（松島湾）5月 31日―6月 1日（1泊 2日） 

 宮城県仙台市（蒲生干潟）、宮城県亘理町（鳥の海）6月 14日―15日（1泊 2日） 

 岩手県宮古市（津軽石川河口）7月 11日―13日（2泊 3日） 

 宮城県塩釜市（浦戸桂島・寒風沢島）7月 26 日―27日（1泊 2日） 

募集人数：8～12名 

 

沖縄のサンゴ礁 

主任研究者：鈴木 款（静岡大学） 

調査地＆日程：沖縄県国頭郡本部町 5月 15-18 日 および 8月 23-26日（各 3泊 4日） 

募集人数：3～5名 

 

東京湾のアマモ 

主任研究者：仲岡雅裕（北海道大学） 

調査地＆日程：千葉県富津市 6月 14日―15日（1泊 2日） 

募集人数：10名 

 

温暖化と沿岸生態系 

主任研究者：仲岡雅裕（北海道大学） 

調査地＆日程：千葉県鴨川市～館山にかけての岩礁海岸 7月 25日―27日（2泊 3日） 

募集人数：4~8名 

 

温暖化と沿岸生態系 

主任研究者：山本智子（鹿児島大学） 

調査地＆日程：和歌山県白浜から田辺市にかけての岩礁海岸 8月 23日―25日（2泊 3日） 

募集人数：2～4名 

  

http://www.earthwatch.jp/
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オカヤドカリ類の北限集団、白浜で多数出現 
 

画像 

番所山に出現したカコボラに入っ

たオカヤドカリ 

 

 

 熱帯系のオカヤドカリ類の日

本での自然分布の北限は、紀伊半

島沿岸とされる。近年の地球温暖

化のせいか、勤務先の京都大学瀬

戸臨海実験所構内でオカヤドカ

リ類がしばしば出現する。そこで、

2011 年 5 月下旬から 2012 年 9

月中旬まで、実験所に隣接する番

所山の遊歩道全体・京都大学白浜

水族館出口付近・不動明王付近で

出現状況を調査した。各々の箇所に初出現した個体の貝殻にかたっぱしからスプレー式のペイントで印

をつけ、日ごとの出現総数と再出現した数を目視でカウントした。もちろん、再出現毎にスプレーの色

を変えたので何色にもカラフルについている個体もある。 

 大半の個体は 18種の貝殻（イボニシ、イワカワウネボラ、ウニレイシ、カコボラ、カタベガイ、キイ

ツブリ、コオニノツノガイ、ガンゼキボラ、コシタカサザエ、サザエ、シオボラ、スガイ、タイワンレ

イシ、テツボラ、ナガニシ、バイ、ヒメイトマキボラ、レイシ）に入っていた。このうちのキイツブリ

とサザエを除き、調査区域の磯浜に普通に打ち上がる貝殻であったので、そのへんの貝殻を利用してい

るといえる。 

 調査中、出現ピーク時期には 1 日のさまざまな時間帯で、つまり未明から夜まで最多で 6 回と集中調

査を幾日も行った。人っ子一人もいない番所山はちょっと不気味な夜の調査だったが、テンに会えたこ

ともあった。2011 年 11 月までは毎日のように観察したが、それ以降は調査回数を減らして、月 3 回程

度（上旬・中旬・下旬）だけの調査として、ちょっと楽になった。 

 結果だが、番所山区域で 2011年 5月～2012年 9月にかけて 404 個体ものオカヤドカリ類がカウント
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思っていること 言いたいこと 

前回から始まった新コーナーです！ 読者の声を中心に構成していきたいと思います。海の生き物のこと、自然環境のこと、 

そして「うみひるも」のことなど、どうぞお気軽に、ご意見や感想などをお寄せください♪      

※実名希望、匿名可。投稿先が変わりました。hirumo@live.jp（瀬戸内千代）へメールでお願いします。 

 

今回の投稿者は、なんと、あの方！ 

 

～「海の生き物を守る会」のこれからに～ 

 

 自身の思いを目の前の相手に対して共感してもらうことの難しさは常々感じているところですが それが社会

性を持つ内容であればあるほど 一筋縄ではいかないもどかしさがあります 

ましてや相手が複数ないし不特定多数の場合には更にそれは困難になります 

 

 理想論を振りかざしてばかりではむしろ反感を呼ぶでしょう 誠実で正義あふれる姿勢の中にも常に やわら

かな目線で穏やかに愉しく活動できる雰囲気作りも必要なのでは・・・と思うのです 

次ページに続く 

  

できたのには驚いた。中でも夏季の6－8月に多数が出現し、一度に数十個体が現れたことが特筆される。

この特例は番所山のある定点でみられ、2日間だけのことであった。それは 2011年 6 月 6日で、朝夕で

合わせて 76個体が出現した。また、ここには 2011年 6月 4日と 5月 31日の夕方にも、それぞれ 48個

体と 20個体が出現した。この意味を突き止めようとしたが、よくわからずに終わった。この地点以外の

遊歩道には、ごく稀に、ごく少数しか出現しなくて対照的であった。 

 ということで、これら 3 日間だけのその地点で、この調査年の全出現数(334 個体)の 43.1％を占めた。

しかし、奇妙なことに、ここに再出現した個体数は極めて少なかった。次々と新しい個体が現われた。

この現象は大集団の移動の一部ではなかろうか？ 最後に、オカヤドカリ類は天然記念物なので、この

調査には県と町の許可（指令文第 120 の(3)）を得て行なっていることを申し添えたい。そしてむやみに

触る事さえ許可がないとできないことを皆様は肝に銘じておいてほしい。  
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 人は愉しいことに集います ひとりひとりが愉しい輪の広がりを意識することで 同じ思いを共有する

人々のすそ野が広がっていくのではないでしょうか 

 

 先だってそこからの眺めが日本一だと云われる静岡県の戸田港に立ち 美しい海と圧巻の富士山を、

息をのむ思いで見てまいりました そしてその見事な富士のすそ野の広がりに感動を覚えました 

 

  ”富士山のすそ野のように～” 節目の年を過ぎて「海の生き物を守る会」のこれからに今 新たな課

題をひとつ見つけた思いがしています 

事務局員 向井保子  

 

･･･というわけで、今回の投稿者は、向井宏先生の奥様の保子さんでした！ このメールマガジン「うみひるも」

制作のお手伝いを始めた当初、お忙しい先生と奥様が毎号のように夜なべをしてお二人だけで仕上げていた

ことを知り、心底驚いたものです。 

月 2回を 1回にしたほうが無理がないけれど、できるだけ新鮮な話題を届けたいという向井先生のご意向で、

ずっと今のスタイルで続いてきました。熱い思いを込めて発信されている「うみひるも」も今号で 134 号。それ

を、ずっとそばで見詰めてきた奥様からの投稿でした！ 

コメントなど、お気軽にメールください。 hirumo@live.jp 

 

 

7．事務局便り 

 「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事

務局までご連絡ください。 

 このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくため

に転送をお願いします。ただし、写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。 

 企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。 

mailto:hirumo@live.jp?subject=「ういひるも」投稿
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 本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝い

できる方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ご一緒に講演会や観察会を

したいと思われる団体からも提案をお受けします。 

 本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ口座「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－

６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金される場合は、送金の内容

について事務局にお知らせください。 

 うみひるもの表紙を飾る海の生き物の写真を募集しています。種名同定済みの写真ですと、大変助

かります。海にお出かけの際には、カメラご持参で。そして、ベストショットが撮れたら、是非、

うみひるも編集部までお送りください！  

 

8．編集後記 

 フクイチの汚染水が心配で、3月 14日に東京海洋大学で開かれた公開コロキウム「Fukushima and the 

Ocean」に足を運びました。ところが！「通訳無し」だったんです～。小さな注意書きを見逃していまし

た。他の急ぎの仕事もあったため、無理はせずに、資料だけいただいて帰ってきました（苦笑）。そし

て理系学生のころの少々鬱屈した気持ちを思い出しました。論文は当然のように全部英語。辞書を引き

引き時間をかけないと読み込めず、「母国語の研究者と比べて不利すぎないかい？」と感じたものです。

現役の皆さんは研究に夢中で、そんな狭量なことは思い付きもしないのでしょうか？！ （ちよ） 

 

 今年のジュゴン・スタディツアーは、無事終了しました。参加していただいた 5人の方々には、それ

なりに満足していただけたようです。5月 11日に報告会を開きますので、ご参加ください。次回のツア

ーは未定ですが、今年の 11月～12月にも実施することになりそうです。ご期待ください。 

 ようやく春の気配が濃厚になってきました。長く待ち遠しい今年の春でした。海の中では、生き物た

ちの躍動がもっとも盛んになる季節です。海へ行くのが楽しみですね。海の生き物を守る会では、今年

たくさんの海でのイベントを開催しようと思っています。ぜひ一緒に海へ行きましょう。 

 自公政権による国土強靱化政策と言う名の公共事業「巨大防潮堤」の一律建設計画をようやく政府が

見直しを決めました。多くの人々の意見が、政府を動かしました。海岸法も改正され、コンクリートの

堤防と一体という前提ですが、「緑の防潮堤」という植栽が認められることになりました。わずかな前

進ですが、海の生き物を守る一歩へ動き始めたと考えて、有効に活用していきたいものです。 

 一方、辺野古の米軍基地建設による海の埋め立てが着工される可能性が高くなりました。沖縄へのア

メとして出された那覇空港拡張のための沖合埋め立ても同時に行われています。貴重なサンゴ礁がこれ

でもかといわんばかりに無くされていきます。高裁の確定判決による諫早湾の開門調査も実行されない

事態が続いています。上関原発建設も諦めない動きが続いています。気を抜かずに、海の生き物を守る

運動を息長く続けていく必要がありそうです。（宏） 
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 会員は本会の趣旨に賛同できる個人・団体とします。年会費は個人 2,000円、団体 20,000円。

匿名による参加も可能。会員は、各地で海の生物とその環境を保護・保全する活動を行い、その

ための助成金申請をすることができます。入会希望の方は、事務局まで、氏名、住所、メールア

ドレスをお知らせください。 
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海の生き物を守るためになにかしたい 

というあなたに 

会員募集中 

ボランティアも大募集 

 

mailto:hiromuk@mtf.biglobe.ne.jp
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